
　アジアの国々の勢いを示す数字の一つに
平均年齢があります。45歳という日本の平
均年齢と比べると圧倒的に若く、20代の国
も少なくありません。年齢別人口構成比か
ら見ても、この状態が今後10～20年続くと
予想されます。この若さに加え、文化的多様
性に富んでいることも、アジアを特徴づける
大きな魅力の一つです。
　ビジネスが今日のようにグローバル化す
る前に、マンダムは1958年にフィリピンに
進出。その後、1969年にはインドネシアに
現地法人を設立するなど、いち早く海外事
業を開始しました。以来、50年以上にわた
り、「アジアの生活者へのお役立ち」という
基本姿勢のもと、各国の文化・習慣・風土な

どを尊重した生活者起点での商品づくりを
推し進めてきました。開発した商品をしっ
かり生活者にお届けするための流通網も、

数多くのパートナー様と一店一店地道に
築き上げ、アジアの生活者へのお役立ちを
しっかりと支えています。
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半世紀にわたるアジアへのお役立ち

インドシナエリアで事業の中心的役割を担うマンダムタイは、従業員の95％以上が女性です。管理職も日本人を除きすべて女性です。
生活者へのお役立ちに情熱を注ぐ女性社員2人に、担当する事業の現状や仕事への想いなどを尋ねました。

　商品開発、受注予測、貿易、在庫管理、
マーケティング、販売計画の作成と実行、販
促物作成、予算管理、各国の法律に基づい
た商品登録など、商品が生活者の手に渡る
までのあらゆる仕事に関わっています。
　入社時から担当しているカンボジアで
は、商品を通じて“ヘアスタイルをつくる”と
いう新たな習慣を根づかせることができま
した。新興の市場は試行錯誤が多く苦労し
ますが、このようにゼロからのお役立ちを
実現できるのが魅力です。現地への出張も
多く、早朝に出て、滞在中は会議に、市場視
察にと 1日をフル活用。近隣国とはいえ、言
語も違えば、通貨も、そして生活環境も異な
るので、毎回のようにさまざまなトラブルと
格闘しています。それでも、現地を知り、代

理店との連携を深めるために、出張は欠か
せません。
　担当するカンボジアとラオスでの事業は
まだまだこれから。両国の成長をしっかり
見届けていきたいと願っています。

インドシナエリアで活躍するマンダムタイの女性社員

人々に新しい生活習慣が生まれ、定着する。商品を通じて
そんなお役立ちを実現できることに、大きな喜びを感じます。

カンボジア、ラオス担当

Sasithorn Limsuknirun

　成長の続くアジアで、20 1 5年末、
ASEAN10カ国が参加するAEC（ASEAN経
済共同体）が発足し、いっそうの変化がもた
らされようとしています。マンダムもアジアの
生活者へのお役立ちを継続していくために、
新しいチャレンジを開始しました。
　2015年1月に、ASEANの一画ベトナム

における事業基盤をより強固にするため
に、マンダムベトナムを設立。続く2月に、
同じくASEANの中核をなすインドネシア
で新工場を立ち上げました（P.15参照）。
これらの基盤を活かし、アジアの未来に向
け、これまで以上のお役立ちを目指してい
きます。

AECの発足で大きな変化を迎えるアジアの未来への貢献

アジアで高く評価されているマンダム商品

カンボジア、プノンペンの買い場の様子

ベトナムの生活風景

ニックネームはNatt（ナット）。入社以来3年半、イ
ンドシナを担当し、幅広い業務をこなす。

　現地・総代理店様と協働して、ベトナムの
市場開拓を行っています。生活者のために、
スーパーなどの現代的な店舗だけでなく、
小さな店が軒を並べる昔ながらの市場にも
一店一店販売ネットワークを広げていくこ
とが私のミッションです。
　ベトナムとタイとは、言語はもちろん、文
化も商習慣も異なります。代理店の担当者
との間に協力関係を築き上げるのも簡単で
はありません。それでも、根気よくコンタク
トし続けることで、最初は対話も難しかっ
た相手が前向きに取り組んでくれるように
なり、諦めないことの大切さを学びました。
今は、毎月現地に赴いて定例会議を実施
し、価値観の違いを乗り越えて、自分たちと
同じ方向でさまざまな施策を実践してもら

うにはどうしたらいいかを考えながら交流
しています。この仕事に、大きなやりがいを
感じています。
　異文化の壁を越えた生活者へのお役立
ちを実現していくために、今後も学び続け
ていくつもりです。

担当国の生活者のことを、誰よりもよく知り尽くしたい。
そして、何が生活者のお役立ちにつながるのかを考え続けます。

ベトナム担当（現在はミャンマーを担当）

Sasiporn Maharom

〈マンダム海外事業の歩み〉

ニックネーム はPla（プラ）。入社以来１年半にわ
たり、ベトナムを担当。前職での国際ビジネスの
経験も活かしながら、総代理店との協働による市
場開拓の業務を担い、一歩一歩着実に成果を積
み重ねている。
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フィリピン・マニラ市にて海外事業の第一歩となる技術提携会社、丹頂コーポレーションを稼働
インドネシア・ジャカルタ市に合弁による現地法人P.T.Tancho Indonesiaを設立（現・連結子会社 PT Mandom Indonesia Tbk）
シンガポールにて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom Corporation(Singapore)Pte.Ltd.）
台湾にて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom Taiwan Corporation）
タイにて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom Corporation (Thailand)Ltd.）
フィリピンにて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom Philippines Corporation）
香港にて現地合弁会社スタート（現・持分法適用関連会社Sunwa Marketing Co.,Ltd.） 
中国にて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Zhongshan City Rida Cosmetics Co.,Ltd.）
マレーシアにて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom (Malaysia) Sdn.Bhd.）
韓国にて現地合弁会社スタート（現・連結子会社Mandom Korea Corporation）
中国にてMandom China Corporation設立（連結子会社）
インドにてMandom Corporation (India) Pvt. Ltd.設立（連結子会社）
ベトナムにてMandom Vietnam Co.,Ltd.設立（連結子会社）

マンダムが関わるアジア市場は15カ国33億人。単に人口が多いだけでなく、今後急
激な成長が予想される、世界でも注目のエリアです。マンダムはこの地で50年以上
前から地に足をつけ、根を張り、地道なお役立ちを続けてきました。

タイ ベトナム

ミャンマー

カンボジア

広がるアジア事業
33億人の生活者へのお役立ち



インドシナ半島
各国地図
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カンボジア

　カンボジアでは 2011年 11月の市場参
入以来、まず首都プノンペンでブランドの浸
透を推進。同時に、「ギャツビー」をスタイリ
ング剤だけでなくデオドラント商品や洗顔
フォームへと広げてMen’s Grooming 
Brandとして確立することを目指し、活動を
続けています。当初は商品の使用方法を生
活者にしっかりご理解いただくために、店頭
で試用してもらったり、サンプルを配ったり
することでトライアルの機会を数多く提供。
カンボジアならではの広告活動も展開して
きました。2014年は、この流れをさらに強化
するとともに、地方都市にもお役立ちを広げ
ていくことが新たな課題となりました。

　そこで、3月中旬から5月初旬にかけて、
“ We are GB Family”をテーマに 4つのイ
ベントを開催。テーマには、生活者や販売
店様に「ギャツビー」ブランドをより身近に
感じていただきたいという想いが込められ
ています。いずれのイベントも Facebook
を通じて生活者にお伝えし、参加を募る
とともに、参加できなかった生活者も
Facebookでコミュニケーションを行うこ
とで、より「ギャツビー」を身近に感じて、
“We are GB Family”と実感していただけ
るよう配慮しました。イベント終了後、多く
のコメントを頂戴し、コミュニケーションの
深まりを実感することができました。

アジア各国で展開する
地域に根ざしたお役立ち
̶ マンダムタイによるインドシナエリアでの取り組み
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ヘアスタイリングと香りを楽しむ生活文化の浸透に向けて
「ギャツビー」キャンペーン

生活者参加型の人気TV番組を通じ、「ギャ
ツビー」商品の使用方法の周知を図った。

地方の大学と協力し、マーケティングおよ
びセールスの講義と実地体験の場を提供。

いっそうの連携強化を目的に、「ギャツビー」商
品の陳列と品揃えに優れた販売店を表彰。

TVCFとともに街中の各種ディスプレ
イやソーシャルメディアでも情報発信。

バンコク中心地のオフィスビル街で、
実際の使用体験の機会も提供した。

インパクトあるデザイン、映える陳列
を合言葉に、店頭での演出を追求。

プノンペンでのファンイベント。 500人強
が、タレントコンテストなどを楽しんだ。

立憲君主制採択以来、徐々に法整備も進み、外国か
らの投資も伸びて、農業、縫製業、建設業、観光業を
柱に経済発展を続けるカンボジア。きめ細かい展開
で生活者へのお役立ちを拡大中。

●敷地面積
●緑地面積
●延べ床面積

●生産棟面積

●事務所面積

・・・・・・・・・・・・・・・・・147,936㎡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・59,174㎡
・・・・・・・・・・・・・・・・53,953㎡

・・・・・・・・・・・・・・・・51,847㎡

・・・・・・・・・・・・・・・・・5,432㎡

（守衛室・厚生棟・駐車場の屋根は除く）

（建築面積は33,672㎡）

（建築面積は2,635㎡）

2015年 1月に12社目となる海外グループ会社、マンダムベトナムを設立し、今後ます
ますお役立ちの機会が増えるインドシナエリア。 2014年度は、マンダムタイが中心と
なり、各国の地域事情に根ざした取り組みを実施しました。

カンボジア
Cambodia

　「ビフェスタ」は、タイのメイクアップリ
ムーバー市場でシェアNo.1。これに牽引さ
れる形で、タイではオイルベースではなく
ウォーターベースがクレンジングカテゴ
リーの主役となっています。なかでも「ビ
フェスタ」の人気は高く、生活者に商品の良
さを理解していただき、比較的高い価格設
定でもしっかり定着しています。
　2014年度は、この商品を通じたお役立
ちをいっそう広げるため、生活者とのコミュ
ニケーション強化を目標にメディアミック
スによるキャンペーンを展開しました。

　2013年6月よりジャカルタ東隣のブ
カシ市に建設中であった本社社屋およ
び化粧品製造工場が、2014年12月に
完成し、2015年2月から稼働しました。
これにより生産能力を1.6倍とし、アジ
ア全体の供給を見据え、より高品質で
低価格な製品供給の実現を図ります。
　インフラ環境のより整った工業団地
へ移設したことにより、旧本社社屋およ
び化粧品製造工場が抱えていた周辺地
域の都市化リスク、停電や洪水等インフ
ラリスクを解消することができ、いっそう
の安定供給が可能となりました。
　さらに、自社製品に用いるプラスチッ
ク容器の生産機能およびロジスティッ
ク機能を保有する第二工場も同じ工
業団地内にあることから、物流輸送の
非効率面も解消され、生産効率の向上
やCO2排出量・大気汚染の低減にもつ
ながっています。
　省電力化に配慮した新規生産設備
導入、LEDなど省エネルギー型照明設
備の採用など環境負荷の低減を目指
した環境保全活動も推進しています。

ウォーターベースのメイクアップリムーバー使用の拡大へ
「ビフェスタ」キャンペーン

インドネシア 新本社社屋
および化粧品製造工場稼働

アジア全体の生活者への
お役立ちに向けて

TOPIX

タイは女性の社会進出が盛んで、都市のオ
フィスワーカーにも女性が多い。「ビフェスタ」
のお役立ちのさらなる拡大が期待される。

タイ
Thailand

官庁や婦人会、鉄道の駅などの公共
機関で使用体験と販売活動を行った。

銀行では、15時の営業時間終了後、女
性行員を対象に使用体験会を実施。 「PIXY Two Way Cake」 Perfect Fit

　ミャンマーでは、皮膚の健康や涼感、香り
などを求めて「タナカ」と呼ばれる木の粉末
を水で溶かし顔に塗る習慣があります。一
方で、外資系企業が多い最大都市ヤンゴン
のビジネス街などでは、通常の化粧品を使
う人も増え始めています。
　2014年3月に「PIXY Two Way Cake」 
Perfect Fitを発売。トレンドスポットや
ショッピングセンターで使用体験の拡大を
図りました。体験を通じ、肌が「よりスムー
スになる」「明るくなる」などの声が数多く
寄せられました。

伝統の化粧文化が息づく地で新しい美肌体験を提供
「PIXY Two Way Cake」販売活動

海外投資にも支えられ、経済発展
が続くミャンマー。「タナカ」を愛用
する文化の中で、「ピクシー」ブラン
ドが徐々に浸透している。

ミャンマー
Myanmar
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